
 

★掲載している行事などは新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

来年４月以降に保育園へお子さんの入園を希望す

る保護者の方は、都合をつけてご出席ください。町の

保育園整備計画などについてもお話します。 

▼日程 ※受付は開始時間の１５分前～ 
 

期日 会場 開始時間（※） 

９月２１日（火） みつば保育園 午後２時４５分～ 

  ２２日（水） 下市田保育園 午後２時４５分～ 

  ２４日（金） 山吹保育園 午後２時４５分～ 

  ２８日（火） 
吉田河原保育園 

（認定こども園ぱどま） 
午後２時４５分～ 

  ３０日（木） 
福祉センター 

２階大ホール 
午後７時００分～ 

▼持ち物 筆記用具、上履き（各保育園のみ） 

▼その他 

○希望する保育園または、都合の良い日時の会場へ

お出掛けください。 

○年度途中（令和４年５月から令和５年３月までの間）

の入園を希望される場合もご出席ください。 

○高森町外の保育園、認定こども園への入園を希望さ

れる方もご出席ください。 

○入園に際し、心配事などがある方はお気軽にご相

談ください。 

○令和４年４月から吉田河原保育園と吉田保育園が統

合し、「認定こども園ぱどま」として開園します。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
高森町コミュニティ・スクール、令和３年度第２回

学校運営協議会を開催します。 

▼日 時 ９月７日（火）  

①小中学校授業参観：午前８時５０分～ 

②会議：午後６時～８時 

▼会議内容 協議テーマ 

「高森の子どもに何を育てたらよいか～子どもの

姿をもとにいまできることを考える～」 

▼会 場  福祉センター２階大ホール 

▼参加申込 授業の参観と会議の傍聴をご希望の方

は、前日までにお申し込みください。 

▼申し込み・問い合わせ先 高森町教育委員会事務局 

 電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 自宅で過ごす「おうち時間」でも、高森に来られな

くても参加できるＳＮＳキャンペーンを開催中です。

優秀作品に選ばれた方には豪華賞品をプレゼント！

皆さま自慢の「高森町」の投稿をお待ちしています。 

▼応募期限 ８月３１日（火） 

▼テ ー マ 町の人や風景、モノやイベントなど、あ

なたの自慢の「高森町の春夏」 

▼応募要件 

○投稿者本人もしくはご家族が撮影した写真 

○応募期限までに撮影した写真での応募 

○投稿者の出身地・現在の居住地は不問 

○投稿は各ＳＮＳにつきお一人３点まで（最大６点応募可能） 

▼応募方法 インスタグラムまたはツイッターから

①、②の手順でご応募ください。 

① @takamori_travel_officialを検索してフォロー 

② ご自身のアカウントで「#あったかもりまち自慢２０２１」

と「自慢する理由」を記載して写真と一緒に投稿 

▼表 彰 

まち自慢大賞 ギフトカード３０，０００円分 １人 
   

優秀賞 ギフトカード１０，０００円分 １人 
   

商工会賞 活気アップ商品券５，０００円分 １人 
   

御大賞 湯ヶ洞 ペアお食事券 １人 
   

関係人口賞 特産 市田柿 １人 
   

いいね！賞 高森町特産品詰合せ 各ＳＮＳで１人 
 

▼留意事項 町のホームページに掲

載している「応募規約」

をご一読ください。右

の２次元コードからア

クセスできます。 

▼主 催 高森町・高森町タウンプロモーション推進委員会 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年８月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

高森町学校運営協議会 

令和４（2022）年度入園希望者のための 
 保育園入園説明会 

あったかもり まち自慢２０２１ 

～写真フォルダから投稿しよう～ 

 

 
夜間窓口を午後７時まで開設します。 

各種証明発行などができます。 

★☽８月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

 

まちづくり懇談会に 

ご参加ください！ 
 

 

 
まちづくり懇談会を行います。リニア時代に向

けたまちづくりのあり方などについて話し合い

ます。多くの皆さまのご参加をお待ちしていま

す。 

▼開催日時 ９月１５日（水）～ 

１０月２７日（水） 

お住まいの地域の開催日時・会場は、音声・文

字放送・ホームページをご確認ください。 

▼懇談内容 今後のまちづくり、地域の課題など 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 



 

★掲載している行事などは新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 

 
秋大根の栽培および収穫体験事業への参加者を募

集します。栽培の指導を受けながら自分で育てた大根

を収穫する取組へ参加しませんか。 

▼管 理 作 業 ９月１０日頃種まき、９月下旬頃間引

き・除草・土寄せの作業を予定 

▲！ 種まき・管理作業の時期は参加者にご連絡します。 

▲！ 種まき前の施肥、耕起は高森町営農支援センター

で行います。 

▼参 加 料 １区画（８ｍ×１．５ｍ）１，５００円 

▼募 集 区 画 ５０区画予定（１人２区画まで） 

▼農園の場所 中央自動車道上り線高森バス停西の

駐車場南隣り畑の西側です。 

▼申 込 期 限 ８月３１日（火） 

▼申し込み・問合せ先 高森町営農支援センターゆうき 

電話３５‐３０４４ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

▼日 時 ９月４日（土） 

午前９時００分～１１時３０分 

▼集合場所 下市田４区生活改善センター  

※採集・観察場所は順礼沢です。 

▼対 象 どなたでも 

※小学校３年生以下は保護者が同伴してください。 

▼内 容 サワガニの話、採集と観察 

 ※９月はサワガニの産卵期のため、活発

な行動がみられます。 

▼講 師 大原 均さん（『高森町の動植物』調査員） 

▼服装など 水量の少ない川ですが、ぬれても良い服装、

長靴または川に入れる靴でご参加ください。 

▲！ ビーチサンダルは禁止です。 

▼持 ち 物  飲み物、タオル、虫よけ、 

カニを持ち帰りたい人は容器 

▼参 加 費 無料 

▼定 員 先着２０人 

▼申込方法 次のいずれかの方法でお申し込みください。 

①環境水道課環境係へ電話で連絡 

②右の２次元コードから申込フォーム

を起動しＷＥＢで申し込み 

▼申込期限 ９月１日（水） 

▼そ の 他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを

着用の上ご参加ください。 

▲！ 当日発熱などで体調が優れない場合は、参加をご

遠慮ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
南信州・担い手就農プロデュースでは、新規就農や

農業の後継者などの相談を受ける就農相談会を開催

します。相談には市町村、ＪＡや農業法人の担当者が

お応えします。事前の予約は不要です。 

▼日 時 ８月２８日（土）午前９時～午後３時 

▼場 所 ＪＡみなみ信州営農部会議室 

        （飯田市鼎東鼎２８１） 

▼対 象 

○新しく農業を始めたい方 

○農業の後継者でお困りの方 

○兼業で農業を始めてみたい方 

○農業法人に就職したい方 など 

▼相談料 無料 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを

着用の上ご参加ください。なお、新型コロナウイ

ルスの影響により中止となる場合があります。 

▲！ 当日発熱などで体調が優れない場合は、参加をご

遠慮ください。 

▼問い合わせ先  高森町営農支援センターゆうき 

電 話３５‐３０４４ 

 

 
「アレチウリ」と「オオキンケイギク」を知っていま

すか？ご自宅や所有地で生育している場合は、駆除に

ご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▼駆除の方法 

 

 

 

 

 
▼問い合わせ先 環境水道課 環境係  

電話３５‐９４０９ 

ア レ チ ウ リ ➡ 種が付くまでに刈り払う、 

または抜き取る。 
   

オオキンケイギク ➡ 種が付くまでに花を刈り

取り、根は抜き取る。 

特定外来生物の駆除にご協力ください 

南信州就農相談会 秋大根の栽培・収穫体験 

参加者を募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▲アレチウリ         ▲オオキンケイギク 
 

国外から貿易等により侵入した「特定外来生物」に指定さ

れている植物です。高森町でも河川敷等を中心に町内に広が

っています。繁殖力が強く、在来種を駆逐してしまったり、

農地へ影響を及ぼす恐れがあります。 

秋は、サワガニの子育ての

季節。卵や赤ちゃんのカニ

をお腹に抱いたメスガニに

出会えるよ！ 

 

  サワガニとり参加者募集 
たかもり

生きもの

しらべ

！ 
駆除した場合は、必ず完全に枯死する

までその場に放置してください。生き

たままの移動や保管が法律で禁止され

ています。 



 

★掲載している行事などは新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 

 

 

 
 長野県では、新型コロナウイルス感染症対策のため

最前線で働く医療関係者や厳しい経済状況でも頑張

っている方々を応援する「助け合いふるさと寄付金」

の募集を行っています。この度、新型コロナウイルス

感染症により打撃を受けている県内の伝統的工芸品

産業を応援するため、寄付金を募集します。 

▼目 的 

新型コロナウイルス感染症により、観光土産や冠

婚葬祭等の贈答品需要が低迷し、一段と厳しい状況

にある県内の伝統的工芸品産業を支援するため、販

路拡大と人材確保のための事業を行います。 

▼支 援 内 容 

(１)販路拡大のための支援 

   ○産地の「技」や「素材」を活かした新商品の開

発を支援します。 

   ○県内百貨店で長期間商品の展示を行います。 

(２)人材確保のための支援 

    ○産地の「技」の担い手を志す人を対象とした工

房体験ツアーを開催します。 

▼募 集 期 限 令和４年３月３１日  

▼募 集 区 分 「助け合い寄付金」事業者応援枠 

▼寄付の方法 寄付受付サイト「さとふる」から受け

付けています。

https://www.satofull.jp/static/oe

nkifu/corona_virus.php 

クレジットカード決済以外の方法を希望される場合は、

申出書に必要事項を記入いただき、電子メール、郵送また

はファックスで長野県税務課あてに送付をお願いします。 

▼ホームページＵＲＬ 

http://nagano.tax-furusato.jp/ 

▼そ の 他 こちらの寄付に対してお礼の品はお

送りしていません。ご了承ください。 

▼問い合わせ先 長野県 税務課 

電話０２６‐２３５‐７０４６ 

 

 

 
働く意志と能力があり、ハローワークに求職申込さ

れている方なら無料で受講が可能です（一部実費負担

あり）。訓練期間中は、雇用保険または求職者支援制

度に基づく給付金が受給できる場合もあります（給付

金を受給するためには一定の条件があります）。 

また、ハローワークと訓練施設が連携して、訓練期

間中から訓練終了まで求職活動をサポートします。 

詳しくは「ハロトレ長野」で検索ください。 

▼主な訓練コース ビジネスパソコン、ＩＴ関連、Ｏ

Ａ経理事務、介護福祉、ＷＥＢデ

ザイン 等 

▼訓練期間 原則２カ月～６カ月 

▼問い合わせ先  

最寄りのハローワークまたは長野労働局訓練室 

電話０２６－２２６－０８６２（長野労働局訓練室） 

 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている 

県内伝統的工芸品産業の応援を！！ 

再就職や転職を目指す方向けの 

ハロートレーニング（職業訓練） 

やってるつもりは要注意 

こんな時ありませんか？ 

三つの密（密閉、密集、密接）が重ならない、一つの密でも、感染リスクがあります。 
感染性が高いと言われているデルタ株への対策のためにも、「ゼロ密」を徹底しましょう。 



 

 

NO、３２７     ９ 月 生 涯 学 習 情 報     令和３年 

新型コロナウイルス感染症の影響により予定が変更となる場合がございます。 

どなたでも参加できます。詳しくは中央公民館へお問い合わせください。 

 

クラブ名 開 催 日 場 所 時 間 学習内容 

高森囲碁クラブ 毎週日曜日 やすらぎ荘 午前９時～ 初心者歓迎(年齢･性別問わず) 

図書館おたのしみ会 毎週土曜日 福祉センター 午後２時～ 本の読み聞かせや工作など 

ピッピのじかん 毎月第２火曜日 福祉センター 午前１０時～ 
読み聞かせ、わらべうた 

講師：下沢洋子さん 

ＰＰＫクラブ 毎週火曜日 町民体育館 午前９時～ 高齢者対象の健康体操（ﾗ ｼー ﾎ゙ﾞー ﾙ） 

木鶏の会 毎月第３火曜日 福祉センター 午後２時～ 月刊誌「致知」をﾃｷｽﾄに人間学を学ぶ 

柿の里 SCスポーツ教室 毎週金曜日 中学校体育館 午後７時３０分～ いろいろなスポーツを楽しもう 

牛牧短歌会 ８日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

瀧里歌会 ３日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら 第３水曜日 中央公民館 午前１０時～ 読み聞かせボランティア研修会 

自分史講座 １３日 中央公民館 午後１時～ 文章講座 講師：後藤たづるさん 

語りの会 たんころりん 第３木曜日 中央公民館 午後７時３０分～ お話の語り 

パッション高森 毎月第１・３水曜日 福祉センター 午後７時～ 健康体操 

高森コーラス ９日,２３日 中央公民館 午後７時３０分～ 楽しく発声と合唱練習をする 

詩吟クラブ 
１日,８日, 

１５日,２２日 
中央公民館 午後１時３０分～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 １０日 福祉センター 午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 
９日 

２３日 

中央公民館 

福祉センター 
午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
７日,１４日,２１日 

２８日 

中央公民館 

福祉センター 
午後７時～ 健康体操・老化防止 

アコーディオン 

・ウクレレ サークル 
１４日,２８日 福祉センター 午後４時～ 

アコーディオンとウクレレの基本練

習と歌の伴奏練習 

やさしい 

ヨガ サークル 
４日,１１日,１８日 中央公民館 午前９時～ 

初心者歓迎(年齢･性別問わず) 

心と体のバランスを整えたり、呼吸法

などにより生きる力を育てるヨガ 

大人の運動サークル・ベガ ８日,１５日,２２日 中央公民館 午後７時３０分～ 
初心者歓迎 

セルフケア教室（ストレッチ・ピラティス） 

健康太極拳 ３日,１０日,１７日 中央公民館 午前１０時～ 
太極拳の練習を通して健康維持と増

進を図る。 

 

公 民 館 教 室 (中央公民館) 

 

◆公民館教室を募集しています。対象は１０人以上の町内団体です。 

月２回までの講師謝礼を公民館にてお支払いします。 

申請が必要ですので、詳しくは中央公民館までお問い合わせください。 

◆生涯学習情報は、前月２回目（毎月１８日頃発行）のお知らせ版に掲載いたします。 

生涯学習情報の掲載を希望される団体は、前月１０日までに予約をお願いします。 

   予約のない場合は、掲載できませんのでご了承ください。詳しくは中央公民館へお尋ねください。 

◎学習活動を始めたい方など、お気軽に中央公民館へご相談ください。 

 

高  森  町  中  央  公  民  館 （TEL ３５－９４１６） 

教 室 名 開 催 日 時 間 

英会話教室 第１・第３火曜日（中央公民館） 午後７時～ 


